松苓会千葉県支部の活動記録
平成30年8月4日(土)現在

１
第1代
第2代
第3代
第4代
第5代

【支部長】
萩原 博（専 2）
菅根進馬（専13）
伊藤新一（専17）
大山徳高（文36）
辻 将一（文45）

（昭33、大学新聞81号）
～昭和59年10月26日（昭34、大学新聞85号）
昭和59年10月27日～平成15年8月31日
平成15年 9月 1日～平成21年8月21日
(平成19年度～平成21年8月21日 支部長代行)

平成21年 8月22日～平成30年8月4日現在

２

【支部規約】

『松學舍松苓会千葉県支部規約』
平成15年9月 1日施行
平成22年9月22日一部改正
平成30年8月 4日一部改正

３

【支部の活動(総会・講演・文学散歩・懇親会等)】

昭和33年 8月24日

千葉市教育会館で会合。
支部長に萩原博（専2）選出
昭和42年 5月20日 千葉市のほていやで支部総会開催。
本部から石川梅次郎教授を迎える。
昭和47年 8月 6日 千葉市内の青雲閣で2年ぶりに開催。
昭和49年 8月

4日

昭和58年 8月28日
昭和59年10月27日

昭和60年 6月15日
昭和60年 8月25日
昭和62年 8月23日
昭和63年 8月21日
平成元 年 8月20日
平成 2年 8月 4日
平成 4年12月 5日
平成12年 8月

5日

平成15年 8月30日

参会者13人。
（大学新聞 81号）
17人参加。
（大学新聞122号）
参加者9人。
（大学新聞148号）
千葉市の「ほてい家」で開催。
出席者15人。
（大学新聞158号）
千葉市中央の割烹「をざわ」で開催。
出席者24人。
（大学新聞203号）
千葉相互銀行本店5階会議室で開催｡
27人出席。
菅根進馬支部長の辞任に伴い、新支部長に伊藤新一（専17）を
選出。
（大学新聞207号）
千葉相互銀行本店5階会議室で幹事会開催。 28人出席。
（大学新聞210号）
千葉市の「ほていや」で支部総会開催。
出席者26人。
（大学新聞211号）
千葉市のロイヤルプラザホテルで開催。
参加者26人。
12月1日に「松苓会千葉 県支部報」創刊の予定。（松苓会報1号）
千葉市「正木屋」で総会開催。
参加者16人。
（松苓会報2号）
津田沼サンペテイクで総会開催。
参加者22人。
（松苓会報3号）
津田沼サンペテイクで総会開催。
（松苓会報6号）
千葉市で総会開催
出席者19人。
本部から武田祈副会長出席。
（松苓会報6号・8 号）
船橋市内の「三田浜楽園」で支部再建準備会を開催。
本部から大沼 秀紀常任幹事出席。
出席者10人。
（松苓会報24号）
大学柏沼南校舎2号館会議室で支部総会開催。15人出席。
伊藤新一支部長の辞任に伴い、新役員の選出があり、新支部長に

大山徳高（文36）を選任。
（松苓会報30号）
平成15年11月23日 千葉市のピジネスホテル・メイプルイン幕張で地区長 懇談会開催。
出席者10 人。
平成16年 5月 8日 ホテル・メイプルイン幕張で支部総会開催。出席者15人。
（松苓会報33号）
平成16年 8月 7日 千葉．市原地区「二松学舎大学卒業生の集いの会」を
「ぱるるプラザCHIBA」で 開催。
参加者26人。
本部より武田祈会長出席。
（松苓会報31号）
平成16年 9月 4日 木更津市民会館で上総。安房地区の集い。
石川忠久学長の公開講演会実施。
(講演会参加者一般325人、会員20人。)（松苓会報31号。33号．34号）
平成16年10月 2日 「東葛地区の集い」を大学柏沼南校舎で開催。 参加者15人。
国際政治経済学部神立春樹教授の講演、地区総会。
本部から横田睦夫事務局長出席。
（松苓会報31号。33号）
平成17年 8月 6日 大学九段校舎で支部役員会開催。
出席者8人。
（松苓会報33号）
平成17年11月27日 船橋グランドホテルで支部総会開催。
出席者23人。
青山忠一名誉教授の講演、支部総会、懇親会。本部から末吉築三
顧問。川久保廣衛幹事長・横田睦夫事務局長、東京支部から星田
良光副支部長出席。
（松苓会報34号）
平成18年 8月26日 大学九段校舎11階会議室で支部総会開催。
本部から川久保廣衛幹事長。横田睦夫事務局長、東京支部から星田
良光副支部長出席。
（松苓会報35号）
平成19年 8月18日 船橋市の船橋市勤労市民センター2階特別会議室で文学部源川進
教授の講演､総会（兼船橋地区地区会）開催。出席者25人。
総会後、「とに火久船橋店」で懇親会。本部か ら源川進常任幹事、
東京支部から木村正雄支部長。菅根順之監事出席。（松苓会報37号）
平成19年11月10日 第1回香取。海匝。山武地区会を銚子市公正図書館で開催。
出席者10人。
（松苓会報38号）
平成20年 8月30日 千葉市の劫職喫茶「ボンヴイル」で支部総会開催。出席者16人。
（松苓会報39号）
平成21年 8月22日 千葉市の劫ﾛ珠喫茶「ボンヴイル」で支部総会開催。
役員改選が行われ、新支部長に辻将一（文45)を選出。東京支部
から木村正雄支部長、神奈川県支部から麿田克己支部長が出席。
出席者16人。（松苓会報41号）
平成21年11月 7日 第2回香取。海匝・山武地区会を、旭市図書館第一会議室で開催。
終了後懇親会開催。
出席者7名。（松苓会報42号）
平成22年 8月21日 千葉県庁前の喫茶「ボンヴイル」で支部総会開催。出席者21人。
本部から平田 雅利副会長、東京支部から木村正雄支部長。矢澤喜成
副支部長、神奈川県支部から支部長代理中川俊一郎氏出席。
（松苓会報43号）
平成23年 8月 6日 千葉県庁前の喫茶「ボンヴイル」で「松苓会千葉支部の集い」
支部総会。懇親会を開催。
出席者20人。
本部から大地武雄副会長、神奈川県支部から平野光治支部長、東京
支部から片山聖英幹事長出席。
（松苓会報45号）
平成24年 8月 4日 千葉市のプラザ菜の花にて支部総会開催。20人出席。
青山忠一名誉教授の講演会。終了後、喫茶「ボンヴイル」で懇親

平成25年

平成26年
平成26年

平成27年

会開催。青山忠一名誉教授のほか本部から大地武雄副会長、東京
支部から片山聖英幹事長、神奈川支部から平野光治支部長出席。
（松苓会報47号）
8月 4日 千葉市のプラザ菜の花にて支部総会開催。出席者18人。
本部副会長大地武雄教授の講演。終了後、喫茶「ボンヴイル」で
懇親会開催。
（松苓会報49号）
3月29日 文学散歩の集い「市川市真間～八幡」実施。7人参加。
（支部報19号）
8月 2日 千葉県立教育会館別館にて支部総会開催。出席18名。
渡辺和則学長の特別講演、喫茶「ボンヴイル」で懇親会開催。大学
から渡辺和則学長、松苓会本部から大地武雄副会長、東京支部から
星野優子副支部長、神奈川支部から小林孝彰事務局長出席。
（松苓会報51号）
8月22日 千葉県文化会館会議室にて支部総会開催。17名出席。
中村市宣氏(元千葉市立緑町中学校校長・文41)の特別講演、喫茶｢ボ
ンヴィル｣で懇親会開催。松苓会本部から小林公雄幹事長、東京支部
から矢澤喜成支部長、神奈川支部から平野光治支部長出席。
(松苓会報)

平成28年

平成29年度

４

【支部報発行】

「二松学舎松苓会千葉県支部報』
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第7号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号
第17号
第18号
第19号

昭和62年12月20日発行
昭和63年 7月 1日発行
昭和63年12月25日発行
平成 元年 7月 1日発行
平成 元年12月20日発行
平成 2年 7月1日発行
平成 4年11月 1日発行
平成17年
(第 8号
平成18年 8月 1日発行
平成18年12月 1日発行
平成20年 1月31日発行
平成20年12月 1日発行
平成21年 9月30日発行
平成22年 3月31日発行
平成23年 3月31日発行
平成23年 7月 9日発行
平成25年 3月 1日発行
平成26年 3月15日発行
平成27年 3月25日発行

(以上松苓会報6号より）
平成17年8月6日発行か)

第20号
21平成

平成28年 2月29日発行

地区報「松苓会上総安房地区報」（上総。安房地区便り）
第1号 2004年（平成16）9月4日発行
第2号 2005年（平成17）8月6日発行
第3号 2006年（平成18）7月1日発行

以上

